
日本における職業とルッキズムの関係性

◆◆研究動機◆◆

外⾒的な美醜を重視して⼈を評価する“ルッキズム”が問題に

ex)ミスコンの多様化や履歴書の顔欄の削除を求める運動

⇩

就活の体験から、容姿を重視する”顔採用”に疑問を持った
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日本ではなりたい
職業の選択が社会に
よって制限されて

いるのではないか︖

制限する要素を作り出しているのは
私たち自身なのではないか

仮説



アンケート調査
◆目的
世間の⼈々が持つ、ある一定の職業に対するステレオタイプを調査

◆調査対象
職業選択を迫られる20歳前後の男⼥171名

◆調査手段
SNSで拡散したGoogle フォームによるアンケート

研究対象

◆アナウンサー
◆CA
◆モデル

容姿が重要とされるイメージの強い

3つの職業を具体例として展開



アンケートまとめ
多くの⼈が⼥性アナウン
サーに「綺麗で可愛くあ
ること」を求められてい
ると考えており、男性ア
ナウンサーに求めるイメ
ージと比較しても容姿を
求められるのは⼥性特有
であることがわかる「はい」と答えた⼈のうち88％が

「男性は容姿よりも誠実さや
清潔感が重要」と回答

２.「⼥性アナウンサーに対する⾃⾝のイメージ」と
「世間が求めていると考えるイメージ」

3.そのイメージは男性の場合
異なると思うか

１.好きなアナウンサーとその理由

１位 水卜麻美アナ(30⼈) かわいい、面白い、親近感
２位 弘中綾⾹アナ(25⼈) かわいい、面白い、癒される
３位 田中みな実アナ(13⼈) かわいい、努⼒家

１位 桝太一アナ(22⼈) 誠実そう、面白い、親近感
２位 安住紳一郎アナ(8⼈) 雰囲気が良い、賢そう
３位 藤井貴彦アナ(7⼈) コメントが良い、ほとんど噛まない

⼥性
何か違和感を

覚えませんか︖

容姿に関する
回答が最も多い︕

男性アナウンサーの容姿に関するコメントがない



2.1980年代後半⼥⼦⼤⽣ブームを経
て⼥⼦アナブーム

◆『⼥⼦アナは自社だけに
出演するオリジナルの
アイドル』

◆ この頃から「⼥⼦アナ」
と呼ばれ始める

ex) 寺田理恵⼦ 八木亜希⼦
など

1.1953年のテレビ放送開始から
80年代までの⼥性アナウンサー

＜1953年〜60年代＞
⼥性アナウンサー
＝男性アナウンサーの

アシスタント
＜70年代以降＞
＝華やかさが求められ始めた時代

⇒

3.1990年代以降
加速する⼥⼦アナのタレント化

⼥⼦アナによる
歌手ユニットの誕生

元アイドルの
⼥性アナウンサー誕生

ex) 93年 ⼥⼦アナ3⼈による
歌手ユニット「DORA」

4.ディスカッション

①テレビ局側も、アナウンサーの脱タ
レント化を図っている。

②男⼦アナの誕生の可能性もある…︖

視聴率ありきの
テレビ局

テレビ向きで華やかさの
ある⼈が採用され始めた

まとめ
テレビ局側が”戦略的”に作り上げた⼥性アナウンサーの
イメージが、私たちの意識下に根深く残っている
しかし、そのイメージを根付かせる元となった
テレビ局の戦略そのものが、視聴者（＝私たち）の
「ニーズ」によって作り出されたということもできる

アンケート結果に⾒られるような
⼥性アナウンサーのイメージができた経緯

・平井理央
・紺野あさ美

など



CAの求める⼈物像と歴史

昔︓募集要項

◆容姿端麗であるこ
と
◆英語⼒が高い⼈
◆身⻑165ｃｍ以上

CAの歴史
1920’s 初期は男性CA

⇒副操縦⼠の業務代⾏
1930’s 元看護師の⼥性登用

⇒⼈命救助のため
1960’s 制服スカート丈短い

⇒『ビジネスマン』が主要顧
客層であったため
1980’s  男⼥雇用機会均等法

⇒⼥性の職業選択が広がる
海外旅⾏者急増

⇒円高、バブルの影響
1990’s 募集要項変更
2010’s 男性の新卒採用

現在︓募集要項

◆視⼒1.0以上
（コンタクト可）
◆TOEIC600点以上

昔は容姿重視。
現在は容姿は重視されてい
ない
⇒JALの求める⼈材像
◆素直で美しい心
◆感知⼒◆⼈間⼒

企業側が求める⼈物像と
裏腹に我々のイメージは

昔のまま︖

（出典：https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180603001903.html）



まとめ
CAへのイメージ⇒容姿端麗、英語⼒
企業側が求めるモノ⇒⼈間性
企業が求める⼈材像は変化したが、⼈々のＣＡへの
イメージは昔企業が求めていた⼈物像のまま（容姿
重視含む）であり、我々のステレオタイプが職業選
択を制限してしまっている

綺麗orかわいくて
仕事ができて
語学堪能な⼈

⇩
昔企業が求めていた
モノ

被験者のCAのイメージ

(%)

●はい
34.5％

●いいえ
65.5％

イケメン/クール
紳士/優しい
明るい/さわやか

(%)



1.顔(93.6%)
2.体型(90.1%)
3.身⻑（55.6%）
4.ファッションセンス(40.9%)
5.表現⼒(39.8%)

１、モデルを目指した経験の有無

２、モデルに求められる素質・才能

３、ファッション情報の収集手段

23.4% 76.6%
あ
り

な
し

アンケートまとめ
・目指した経験のない⼈の
理由は外⾒に関するものが
多数

・素質や才能に多い意⾒は
⾒た目に関するもの

・ファッションの参考は、
モデルや芸能⼈、雑誌では
なく一般⼈やインフルエン
サー

一部理由抜粋
あり︓洋服が好きだから、高⾝⻑を活かしたい
なし︓⾃⾝のスタイルがモデルに向いていない、⾃分の容姿に⾃信がない

顔

体型

身⻑



⼥性ファッション誌
「ViVi」「JJ」年代別記事分析

①モデルの体型の変化

②読者モデル誌面登場回数の減少

③⼥性の体型に関する記述の減少

「いわゆるモデル体型
B86,W54,H86」
ViVi３巻７号より

「顔より⾝体が恋を呼ぶ」
JJ ３２巻６号より

考察

記事と現実の
剥離

モデルの幻想化
より遠い存在に

読者 2019年度発⾏部数 価格

ViVi

20歳前後の⼥性

115,000冊 690円

JJ 112,600冊 680円

まとめ
・20歳前後の男⼥が持つモデルへのイメージは未だ変化
していないという現状
・一⽅で、⼥性ファッション雑誌においては、ルッキズ
ムが問題視され始めた世の中に合わせて、体型に関する
記述の減少などの変化も

調査対象︓
１９８０年代〜現在



アナウンサー

かつてテレビ局が
作り上げた⼥性アナ
ウンサーのイメージ
は視聴者（私たち）
のニーズが⼤きく
影響している

モデル

イメージは未だ変化
せず
⼥性ファッション雑
誌では時代に合わせ
た変化が⾒られる

CA

企業が求める⼈材像
は変化したが、⼈々
のＣＡへのイメージ
は昔企業が求めてい
た⼈物像のまま（容
姿重視)

結論
「私たち自身が、なりたい職業の選択
肢を制限している要因の一つである」
と言える

全体を通じて

最後に

問題だと思っていても「そんなもん」と諦めていません
か︖当たり前を疑うことが社会問題を解決する第一歩に
なるかもしれません。
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